行政執行方針
また︑次の事項についてチャ
レンジしていきます︒

３．未来を考える
過去に学び︑知ることによ
って︑福祉向上に努め︑目標
に向かって未来を創造して行
く視点で行動することに努め
ます︒
﹁動かず﹂﹁使わず﹂﹁変
えず﹂という﹁３つのず﹂と
忍耐こそが大切であり︑﹁積
極的な行動をとらず﹂﹁予算
は使わず﹂﹁従来からのもの
を変えず﹂が町活性化のため
に大切と説く人もいます︒し
かし町長就任以来︑この﹁３
つのず﹂から抜け出し︑職員
とともに能動的︑積極的な取
り組みの展開に努めてきまし
た︒行政の本質は住民福祉の
向上にあり︑この本質は不易
でありますが︑手段は流行に
順応したもの︑つまり時代の
流れに沿ったものでなくては
なりません︒この不易流行の
視点から︑﹁意識を変え﹂
﹁さまざまな展開に動き﹂
﹁予算を確保し使い﹂を基本
とし︑住民福祉向上のために
役場組織をあげて取り組んで
いきます︒

とに努めます︒
﹁写真の町﹂東川町の町づ
くりの目標は﹁プライム・タ
ウン︵最高の町︶づくり﹂で
あります︒﹁日本一素晴らし
い環境にある町づくり﹂を総
称して﹁最高の町づくり﹂と
か﹁日本一のまちづくり﹂と
表現していますが︑住民が自
信と誇りをもって語ることが
できる﹁最高のまちづくり﹂
を目指すものであります︒
﹁最少の経費で最大の効果﹂
を基本として︑住民が参加し
運営に係ることができる﹁ま
ちづくり﹂であります︒
初めて町長に就任した当時︑
人口は確実に減っていく︑高
齢化で大変な時代が来る︑町
の財政が持たないとの声があ
りましたが︑ 年近い歳月が
経ち︑町はどのように変わっ
たでしょうか︒人口目標を概
ね８千人︑応援住民２千人と
定め︑﹁必ず達成できる﹂と
いう住民一人ひとりの強い信
念と町を誇りに語り︑水滴石
穿の取り組みが町の人口目標
に近づき︑応援住民や税収も
増大してきています︒﹁写真
の町﹂東川町は着実に成長を
続けてきています︒﹁過去を
知る・未来を考える﹂中から

第２ ジャンプ２ 自立へ
のまちづくり﹁目標を確認﹂

第５ 町内消費の純増への
取り組み

中長期的な視点に立った行政
の展開が重要であると考えて
います︒
行政は評論集団ではなく︑
住民福祉向上を実行する︑実
現するための組織であり︑未
来に対して無駄のないように
責任を持たなければなりませ
ん︒そして﹁木を見て森を見
ず﹂ではなく︑町全体を見な
がら︑農村価値︑文化価値︑
知力価値が付加されるような
町づくりを進める必要があり
ます︒
あらためて町が目指す人口
は概ね８千人を維持しつつ︑
応援住民２千人を確保し︑プ
ライム・タウンの基本は﹁個
性と人間愛があり︑自立し︑
意義深い施策により楽しい町﹂
﹁自然と人間が調和した町﹂
が﹁写真の町﹂東川町の未来
の姿でありますことを確認し︑
ご理解をお願いしたいと思い
ます︒

第３ ﹁愛﹂のあるまちづ
くり
今︑農村地域社会が高齢化
と離農化から疲弊化してきて
いる現実に目を向けなければ
なりません︒東川町内には４
つの小学校がありますが︑農
業者世帯の子供が小学校へ通

また雇用が確保され︑地域
経済の発展を支える上から行
政も従前同様に住民福祉向上
の視点から消費を掘り起こし︑
﹁地元発注﹂﹁地産地消﹂
﹁情報発信﹂の推進を図って
いきます︒

第６ 健全な財政運営
健全な財政運営は﹁入るを
図る﹂﹁歳入を語り確保する﹂
ことが基本であります︒以下
を重点として健全な財政運営
に努めます︒
１．確実な賦課徴収
町の徴収金を適切に賦課し︑
公平確保の視点から確実に徴
収を図ります︒

っている児童数は極めて少な
く︑農村から若者が消え︑そ
の後の対策が功を奏していな
い理由を検証し︑知ることが
大切であります︒
過去に学び︑過去を知り︑
農業を中心とする地域産業が
尊敬され︑﹁自国で生産︑製
造するものを消費することが
基本である教育﹂が必要であ
ると考えています︒合わせて︑
長寿化により高齢者が生き生
きと地域づくりや人づくり
︵教育︶に係ることができる
機会づくりも重要であります︒
私たちは未来を担う子供た
ち︑そして地域の発展のため
に尽くされた高齢者のために︑
今やれることを確実に実現し︑
農村のもつ素晴らしい意義を
都市等に向かって発信し︑行
動する必要があります︒町が
持続できるか否かの大きな要
因は︑地元の産業を後継する
人々がいるか否かにかかって
います︒各地域で一定の行政
水準が維持され︑更に先人か
ら１２０年近くに渡り引き継
いできた﹁東川町﹂の名前を
消さないため︑未来を見つめ︑
目標に向かって住民が心を一
つにして頑張って行く時だと
考えています︒
教育委員会と十分連携し︑

に相当の負荷がかかってきま
すが︑職員一人ひとりのチャ
レンジ精神と公務員としての
プロ意識を発揮し︑最大限活
用を図り︑健全な財政運営と
住民福祉の向上に努めます︒
４．有利な起債︵借金︶の利
活用促進
自治体の借金は︑住民負担
の世代間の公平を確保するた
めの調整︑一般財源の補完的
役割︑国の経済政策との調整
などを目的として起債するこ
とが法律で認められています︒
起債の中には国が毎年の元利
償還額の全額を負担するもの︑
％︑ ％など国が負担する
ものが多く入っています︒健
全財政を維持しながら住民福
祉向上のため必要な社会資本
整備は︑いかに有利な起債を
するかにかかっています︒総
額だけを見て語るのは﹁木を
見て森を見ず﹂に等しいもの
と言わざるを得ません︒実質
的に住民税等から負担する額
︵実質負担︶の多寡が重要で
あり︑国庫負担のある有利な
起債の利活用促進に努め︑社
会資本の充実に努めます︒
起債に当たっては健全財政
維持のためのガイドラインを
定め︑実質負担増の抑制に努
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国際的な視点に立ち︑﹁郷土
愛︑人間愛︑隣人愛﹂のある
﹁東川らしさの教育と生きが
いづくり﹂を展開できるよう
努めます︒

第４ 行 政 課 題を 整 理
選択と集中による﹁チャレ
ンジし動く﹂まちづくり
公務員にとって﹁動かずし
て給料をもらう時代﹂は既に
終わっていると考えています︒
役場は何もしないで耐え忍ぶ
ことを住民へ普及するために
存在するのではなく︑自ら創
意工夫を行い︑国や道などの
制度を最大に利活用し︑住民
福祉向上のため﹁動く﹂組織
でなければなりません︒行政
課題を整理し︑選択と集中を
基本として行政執行を図って
行きます︒平成 年度は特に︑
先に掲げています５つの基本
となる柱の中から以下の３点
を選択し︑集中した予算執行
に努めます︒
１．未来に向かって産業基盤
を強固なものとする
２．少子長寿化時代に逞しく
学び︑安心して生活できる
空間づくりを進める
３．﹁最少経費で最大効果﹂
を目指した行財政運営を図
る

平成 年３月６日
東川町長 松 岡

市郎

国政も地方の行政も大きな
転換期を迎えています︒既成
のものの保全に傾いていたの
では持続性を失ってしまいま
す︒改革しなければならない
もの︑守らなければならない
ものをしっかりと分別し︑住
民が心を一つにして︑大きな
力として同じ方向に向かって
進んで行くことが行政︑町づ
くりにとって最も大切なこと
であると考えています︒
行政機構︑受益と負担のあ
り方︑自主財源の確保︑少子
長寿化への対応など課題は山
積していますが︑一つひとつ
確実に﹁最少の経費で最大の
効果﹂が発揮できるように住
民並びに議会の皆様の深いご
理解とご支援をお願い申し上
げます︒
なお︑具体的な執行内容に
ついては別掲させていただい
ております︒

第７ 終わりに ﹁今こそ
心を一つにした町づくり﹂

めます︒また︑起債と個人借
金の違いなどを住民へ広くお
知らせすることが大切である
と考えています︒
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２．受益者負担の定着化
受益者がサービスを享受す
る場合において負担すること
が基本であるとの視点に立ち︑
協力金確保を含めて︑適正な
負担を求めていきます︒
３．国や北海道などの制度利
活用の促進
民主党政権に代わって︑各
種の施策が補正予算で出てき
ますが︑黙って予算が来るの
を待っていると﹁時間と財源﹂
が通り過ぎていきます︒職員
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中心市街地のシャッター化
が進行していますが︑ここ数
年若者などが営む店が急激に
増え︑互いに情報発信を図り︑
﹁人の動き﹂の活発化が図ら
れてきており︑町の価値向上
に大きく貢献しています︒よ
り多くの人々が町の魅力に触
れることが出来るよう東川町
商工会︑ひがしかわ観光協会︑
東川振興公社の能動的︑積極
的な活動の支援を図って行き
ます︒
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コ．定住人口８千人達成への
行動とひがしかわ株主の
拡大
サ．北工学園の日本語学科設
立先行支援
シ．全国規模イベントへの支
援
１．小さくても輝く自治体
フォーラム
２．ピンホールカメラ学会
総会
３．その他
ス．地籍調査着手
セ．国営緊急農地再編整備事
業地区調査着手
ソ．地域自治振興会と協働活
動の支援と行政区再編の
推進

︹ 年度のチャレンジ重点︺
ア．東川小学校等の建設着手
イ．小中学校環境整備の促進
ウ．小学校跡地利用計画の樹
立
エ．ラガードルフ︵合宿の里︶
構想の促進とＮＴＣ指定
活動の強化
１．キトウシクロスカント
リーコース設計と整備
促進
２．旭岳クロスカントリー
コース改修の設計と整
備促進
オ．高齢者の安心居住相談活
動の充実
カ．長寿化に向けた高齢者社
会参加活動の支援
１．働く機会の確保
２．マーケット展開の推進
３．ワイン製造化の検討
キ．逞しい職員の研修と育成
ク．町の価値創造への挑戦
１．クリエイティブ・シテ
ィへの申請︵写真文化
の創造農村︶
２．モンド・セレクション
への申請︵新大雪旭岳
源水︵仮称︶︶
ケ．ヨーロッパに学ぶ環境保
全と町づくりの推進
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